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第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

１ ２０１０年度の経過 
２０１０年度の請求の特徴としては、住民票写し等交付請求書や印鑑登録証明書交付申請書、

「忠生土地区画整理事業」に関する開示請求が数多く行われました。 

１年間の請求件数は７０件でした。その内訳及び決定の状況は以下のとおりです。 

 

（１）２０１０年度実施機関別個人情報開示等請求件数 

実 施 機 関 主 管 部 課 件 数 小 計

政 策 経 営 部 広 報 広 聴 課 ７ 

総 務 部 市 政 情 報 課 １ 

市 民 税 課
１ 

（内取下げ１） 

 

財 務 部

資 産 税 課 ２ 

市 民 部 市 民 課 １８ 

地 域 福 祉 部 生 活 援 護 課 ３ 

区 画 整 理 課 ３３ 

 

 

 

 

 

市 長 

都 市 づ く り 部
建 築 指 導 課 ２ 

 

 

 

 

６７ 

（内取下げ１）

教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課 ２ ２ 

選 挙 管 理 委 員 会   ０ ０ 

監 査 委 員   ０ ０ 

農 業 委 員 会   ０ ０ 

  
固定資産評価審査委員会 

  
０ ０ 

病 院 事 業 管 理 者 
市 民 病 院

経 営 部
医 事 課 １ １ 

議 会   ０ ０ 

合 計 
 ７０ 

（内取下げ１） 

７０ 

（内取下げ１）

 

※開示等とは開示、訂正、消去等または利用等の中止をいいます。2010 年度は、開示請求７０件でした。 
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（２）請求者区分別請求件数 

請求者区分 市内に住所を有する個人 市外に住所を有する個人 合計 

請求者数 ２８人 ３人 ３１人 

請求件数 ６７件 ３件 ７０件 

※１人当たりの請求件数約２．３件、１人最大請求件数２６件(市内に住所を有する個人) 

 

 

 

（３）請求に対する決定区分別件数 

決  定  区  分 

開示等 部分開示等 非開示等 不存在 
存否応答 

拒否 

合計 

２４件 ２６件 ３件 ４３件 ０件 ９６件 

※１件の請求に対して複数の決定があるため、請求件数の合計と決定件数の合計は一致しません。 

 

 

 

（４）非開示(部分開示を含む)情報の事項別内訳 

         非  開  示  事  項    
１号 
法令秘
情報 

２号 
評価等
情報 

３号 
第三者
情報 

４号 
法人 
情報 

５号 
意思決定
過程情報

６号 
行政執
行情報

７号 
本人不利
益情報 

８号 
公益 
情報 

合計 

１件 ３件 ２５件 １２件 ０件 ５件 ０件 ０件 ４６件

※１件の非開示(部分開示)決定に複数の事項が該当する場合があります。 

 

 

 

 
 

非開示情報 

個人情報保護制度では、実施機関の保有している自己に関する個人情報はすべて

本人開示が原則となりますが、個人情報保護条例第２１条第１項では、その例外と

して、開示しないことができる個人情報の範囲を次の８項目と定めています。 

１号 法令秘情報 → 法令上の秘密にあたる情報 

２号 評価等情報 → 個人の評価等に関する情報 

３号 第三者情報 → 第三者に関する個人情報 

４号 法人情報 → 企業等の法人に関する情報 

５号 意思決定過程情報 → 行政上の意思が最終決定されていない情報 

６号 行政執行情報 → 行政の事務・事業の運営に関する情報 

７号 本人不利益情報 → 代理人が請求する場合で、本人に不利益な情報

８号 公益情報 → 審議会が公益上開示しないと認めた情報 
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２  ２０１０年度個人情報開示等請求・決定の内容 

 

                                 表 記 内 容 の 説 明 

整理番号 請求年月日 請求種別 ………………………………………………………（主管部課名） 

■請求内容 ・・・・・・・・ 

 決定年月日 決定内容 

 ・対象個人情報記録の件名 ・・・・・・・・ 

理由：（部分開示等、非開示等、不存在、存否応答拒否、決定延期の理由） ・・・・・・・・ 

※備考・・・・・・・・ 

 

 

2010-１ 2010 年４月６日 開示請求 ……………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田市情報公開・個人情報保護審査会答申後の０８年２号事件決定通知の起案書一式 

2010 年４月 20 日 開示決定 

・「09 町都区第 667 号」町田市情報公開・個人情報保護審査会 2008 年度第２号事件の答申に係 

 る「決定」について 

・「09 町都区第 667 号の２」町田市情報公開・個人情報保護審査会における 2008 年度第２号事件 

 「答申」について（答申に基づく決定謄本の送付） 

・「09 町都区第 667 号の３」町田市情報公開・個人情報保護審査会における 2008 年度第２号事件 

 「答申」について（答申に基づく決定謄本の送付） 

 

2010-２ 2010 年４月６日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う工作物移転料算定書 2,700,897 円に係る補償交渉一連図書一式

（起案書含む） 

2010 年４月 20 日 開示決定 

・補償金調書 

・工作物移転料算定書 

 

2010-３ 2010 年４月 27 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票写し等交付請求書（2010 年４月 22 日～2010 年４月 27 日） 

2010 年４月 28 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票を請求した住民票写し等交付請求書、2010 

年４月 22 日から 2010 年４月 27 日までの受付分 

理由：検索の結果、上記の期間に交付はなく、住民票の写し等交付請求書は存在いたしません 

 

2010-４ 2010 年４月 27 日 開示請求 ……………………………………………（財務部市民税課） 

■市・都民税課税非課税証明書、市・都民税納税証明書、市・都民税完納証明書交付申請書 

（2010 年４月 22 日～2010 年４月 27 日） 

2010 年５月７日 取下げ 

 

2010-５ 2010 年５月 25 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2010 年５月１日～2010 年５月 24 日） 

2010 年５月 26 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2010 年５月１日から 2010 年５月 24 日までの受付分 

理由：検索の結果、上記の期間に交付はなく、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません 

 

2010-６ 2010 年６月７日 開示請求 ……………………………………（都市づくり部区画整理課） 

 143



第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

 144

■忠生土地区画整理事業に伴う法 73 条（土地の立入等に伴う損失の補償）に係る 

 ④その損失の程度を証するために必要な資料（起案書含） 

 ③収用委員会への申請図書一式（起案書含） 

2010 年６月 21 日 不存在決定 

理由：作成していないため。 

 ※2010 年９月 14 日 異議申立て 

 

2010-７ 2010 年６月７日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に関し遺留分減殺請求に伴う１．相手方からの図書提供文書 ２．１に対 

する提供図書と回答書 ３．２に係る所有者委任状、同意書 ４．07 年３号事件「底地の権利 

について係争中」と判断及び表記に至った図書 ５．１～４起案書一式 

2010 年６月 21 日 決定延期 

 理由：個人情報の精査、検討に時間を要するため 

2010 年６月 24 日 不存在決定 

理由：所有していないため 

 ※2010 年９月 14 日 異議申立て 

 

2010-８ 2010 年６月 10 日 開示請求 …………………………………………（財務部資産税課） 

■下記資産に係る評価調書（平成 22 年３月 15 日期限提出）と起案書一式 

１．○○町○○○○～○ 家屋 

２．    〃  ○、○、○ 土地   

2010 年６月 24 日 開示決定 

平成 22 年度固定資産評価調書について（提出） 

・家屋異動チェックリスト（○○町○○―○○） 

・土地評価説明一筆台帳（○○町―○、○、○） 

 

2010-９ 2010 年６月 11 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 平成22年 6月8日 公社町田事務所 新島所長からの補償交渉依 

 頼に係る別紙の通り（別紙 1．算定調書の送付について（起案書含）2．補償金調表（起 

 案書含む）3．関係調書（起案書含む）4．交渉依頼について（起案書含む）5．補償金調 

 書（起案書含む）6．工作物配置図（起案書含む）） 
2010 年６月 25 日 開示決定 

・2010 年６月１日起案 忠生土地区画整理事業施行に伴う交渉依頼について（物件：№33） 

[忠生土地区画整理事業に伴う 平成 22 年 6 月 8日 東京都新都市建設公社町田事務所 所長

新島氏からの補償交渉依頼に係る 2．補償金調表（起案書含む）4．交渉依頼について（起案書

含む）] 

2010 年６月 25 日 部分開示決定 

・2010 年５月 20 日起案 忠生土地区画整理事業施行に伴う損失保証金の算定調書について（物

件：№33） 

[忠生土地区画整理事業に伴う 平成 22 年 6 月 8日 東京都新都市建設公社町田事務所 所長

新島氏からの補償交渉依頼に係る 1．算定調書の送付について（起案書含）2．補償金調表（起

案書含む）] 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項４号に該当 

○法人に関する情報であり、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められる

ため。 

    ・法人の印影 

2010 年６月 25 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 平成 22 年 6 月 8日 公社町田事務所 新島所長からの補償交渉 

   依頼に係る別紙の通り（別紙 3．関係調書（起案書含む）5．補償金調書（起案書含む）6． 
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  工作物配置図（起案書含む）） 
理由：所有していないため。 

 ※2010 年９月９日 異議申立て 

 

2009-10 2010 年６月 14 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録をした日 

2010 年６月 22 日 開示決定 

・印鑑登録票（事務用） 

 

2010-11 2010 年６月 25 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2009 年６月 25 日～2010 年６月 25 日） 

2010 年６月 29 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2009 年６月 25 日から 2010 年６月 25 日までの受付分 

理由：検索の結果、上記の期間に交付はなく、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません 

 

2010-12 2010 年６月 29 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う○○町○○○○～○、○、○、○、○に係る 

 １ 平成５年 11 月５日所有権登記から平成８年９月 25 日の仮換地指定効力発生日間の内、土地 

   （無償）使用契約書（起案書を含む図書一式） （所有者 ○○○○） 

2010 年７月 12 日 不存在決定 

理由：作成していないため 

 ※2010 年９月 14 日 異議申立て 

 

2010-13 2010 年７月 27 日 開示請求…………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録申請書の写し（1999 年７月 27 日） 

2010 年８月９日 開示決定 

・印鑑登録票（事務用） 

2010 年８月９日 不存在決定 

理由：町田市印鑑条例施行規則第 11 条第２号により文書の保存年限を経過しているため。 

 

2010-14 2010 年７月 27 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録申請書の写し（1999 年７月 27 日） 

2010 年８月９日 開示決定 

・印鑑登録票（事務用） 

2010 年８月９日 不存在決定 

理由：町田市印鑑条例施行規則第 11 条第２号により文書の保存年限を経過しているため。 

 

2009-15 2010 年８月 10 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2009 年５月１日～2010 年８月 10 日） 

2010 年８月 18 日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2009 年５月１6日受付分 

 

2010-16 2010 年８月 10 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 90 町都区忠（76）発第６号と起案書一式 

2010 年８月 24 日 部分開示決定 

・90町都区忠（76）発第６号 土地区画整理法第76条第２項の規定に基づく意見書 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項４号に該当 
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○法人に関する情報であり、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められる

ため。 

・法人の印影 

 理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当。 

   ○開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため。 

   ・請求者以外の氏名及び住所 

   ・請求者以外の個人の印影 

 

2010-17 2010 年８月 24 日 開示請求 ……………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2007 年４月１日～2010 年８月 18 日） 

2010 年９月１日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2007 年４月１日から 2009 年６月９日までの受付分 

理由：検索の結果、上記の期間に印鑑登録がないため。 

2010 年９月１日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2009 年６月１0日受付分 

2010 年９月１日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2010 年６月３日分 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当。 

   ○開示することにより、当該第三者のプライバシーを侵害するおそれがあるため。 

   ・窓口にきた方欄の住所、電話、氏名、ふりがな、生年月日、請求者との関係 

 

2010-18 2010 年９月９日 開示請求 ……………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■○○町○○○○～○  雨水排水管申請書一式（起案書含む） 

2010 年９月 22 日 不存在決定 

理由：所有していないため。 

 

2010-19 2010 年９月９日 開示請求 ……………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■○○町○○○○～○に係る給水管設置申請書一式（起案書含む） 

2010 年９月 22 日 不存在決定 

理由：所有していないため。 

 

2010-20 2010 年９月 13 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■１．町田市から転出時の印影の最終データ 

 ２．居住している間の印鑑登録及び廃止の履歴 

2010 年９月 24 日 開示決定 

・印鑑資格履歴及び印影データ 

2010 年９月 24 日 不存在決定 

・印鑑登録申請書及び印鑑登録証明書（平成３年） 

理由：町田市印鑑条例施行規則第 11 条第２号により文書の保存期限を経過しているため。 

 

2010-21 2010 年９月 21 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 07 町都区第 461 号（起案書含む一式）に係る 

１、審査会に係る図書一式（起案書含む） 

2010 年 10 月５日 開示決定 

・０７町都区第５４３号理由説明書（補充）の提出について 

・０７町都区第６３３号の２理由説明書（第２回補充）の提出について 



第２章 個人情報開示等請求の状況 

 147

・０７町都区第１０２７号「意見書（文書の関連と言えるのは）」の写しについて（送付） 

・０８町都区第２９９号町田市情報公開・個人情報保護審査会における２００７年度第２号事件

「答申」について 

・０８町都区第３１４号町田市情報公開・個人情報保護審査会２００７年度第２号事件の答申に

係る、公文書不存在決定処分の取消し及び部分公開について 

 [忠生土地区画整理事業に伴う０７町都区第４６１号（起案書含む一式）に係る 

    １、審査会に係る図書一式（起案書含む）] 

2010 年 10 月５日 部分開示決定 

・０７町総市査第２号の２０「理由説明書（第２回補充）に対する意見書」の写しについて（送 

 付） 

・０７町総市査第２号の２２「意見書（真実を求めて）」の写しについて（送付） 

・０７町総市査第２号の３５「意見書（理由説明はうそです）」の写しについて（送付） 

・０７町総市査第２号の３９「意見書（本当の事実認否）」の写しについて（送付） 

 [忠生土地区画整理事業に伴う０７町都区第４６１号（起案書含む一式）に係る 

    １、審査会に係る図書一式（起案書含む）] 
 理由：町田市個人情報保護条例第21条１項3号に該当 

○第三者に関する情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利 

利益を侵害するおそれがあるため。 

・請求者以外の氏名及び住所 

・請求者以外の個人の印影 

：町田市個人情報保護条例第21条1項4号に該当 

○法人に関する情報であり、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められ 

るため。 

・法人の印影 
 

2010-22 2010 年９月 21 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１．平成 16 年９月１日及び 11 月 10 日の記録による 別紙の通り 

 １、平成 16 年９月１日及び 11 月 10 日記録の事実による下記図書 

（１）平成 16 年９月１日（当時荒井課長との電話）「調査会社（○○・○○○○）より調査書が 

   届けられたが全く内容のないものであったためやり直しをさせた」     

（1） 届けられた図書一式（起案書含む） 

（2） やり直し依頼に係る図書一式（起案書含む） 

（3） その後届けられた図書一式（起案書含む） 

 （２）平成 16 年 11 月 10 日午前 10 時 30 分 ㈱○○○○ ○○氏「市へは詳しい調査内容を数

回ＦＡＸ入れた」 

1） ＦＡＸで送信された図書（起案書含む一式） 

2） （1）に対する市の対応に係る図書一式（起案書含む） 
２、ＮＰＯエコクラブ２１に係る 別紙の通り 

  （1）平成 8 年度以降 

    1）契約決定から支払いに伴う図書一式（起案書含む） 

    2）（1）により作成された図書一式（起案書含む） 

2010 年 10 月５日 不存在決定 

理由：１の（１）の（１）及び（３）、１の（２）の１）及び２の（１）の１）は所有していな

いため 

   １の（１）の（２）、１の（２）の２）及び２の（１）の２）は作成していないため 

 

2010-23 2010 年９月 27 日 開示請求 ……………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2010 年８月１日～2010 年９月 26 日） 

2010 年９月 28 日 不存在決定 
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・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2010 年８月１日から 2010 年９月２６日までの受付分 

理由：検索の結果、上記の期間に交付はなく、印鑑登録証明書交付請求書は存在いたしません  

 

2010-24 2010 年 10 月６日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■平成 17 年 11 月２日 起案書「建築物等の調査に関する覚書（案）について」に伴う○○弁護士 

 （○○・○○法律事務所）に係る起案書を含む一切の図書 

2010 年 10 月 20 日 不存在決定 

理由：作成していないため。 

 ※2011 年１月４日 異議申立て 

 

2010-25 2010 年 10 月６日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■平成 21 年８月 12 日 区画整理課作成の異議申立と取下げに係る文書（起案書を含む一式） 

2010 年 10 月 20 日 開示決定 

・08 町都区第 40 号  異議申立書について（送付） 

・08 町都区第 69 号  異議申立書について（送付） 

・07 町都区第 839 号 個人情報開示等請求書について 

・08 町都区第 337 号 異議申立書について（送付） 

・08 町都区第 65 号  個人情報開示等請求書（08-65） 

・08 町都区第 350 号 異議申立書について（送付-327） 

・08 町都区第 56 号  個人情報開示等請求書（08-56） 

 

2010-26 2010 年 10 月６日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■平成21年８月12日 区画整理課で作成し市政情報課より渡された異議申立取り下げ文書に係る 

 起案書を含む図書一式 

2010 年 10 月 20 日 開示決定 

・07 町都区第 1085 号異議申立書について（報告） 

・07 町都区第 889 号公文書公開請求書について（071218） 

・07 町都区第 889 号の 5、6 「公文書部分公開決定」の取り消しについて（通知 071218）及び 

  公文書部分公開決定通知書について（071218） 

 

2010-27 2010 年 10 月８日 開示請求 …………………………………………（総務部市政情報課） 

■10 町政広要第 388 号の処理報告に伴う起案書を含む一式 「文書の公開及び開示に当たり」 

 2010 年 10 月 18 日 部分開示決定 

・市政要望等 処理報告書 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当。 

    ○開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため。 

    ・請求者以外の氏名、印影 

 

2010-28 2010 年 10 月 12 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１.『建築物等の調査に関する覚書』起案書に係る 
 （１） 決裁区分 乙 の法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 

２.『建築物等の調査に関する覚書』に係る 
 （１） 署名捺印が 東京都町田市木曽町2185番1 

町田市都市計画部区画整理担当部長 荒井昭治 
  公印名 町田市区画整理担当部長之印 

である法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 
３.『忠生区画整理事業の工事に伴う○○邸損傷に対する補償』起案書に係る 
（１） 起案当初決裁区分を甲にした法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 
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（２） 起案当初発信者 町田都市計画忠生土地区画整理事業 
     施行者 町田市     代表者 町田市長 石阪丈一 

にした、法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 
（３） 決裁区分を乙に変更した法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 
（４） 発信者を 町田市都市計画部区画整理担当部長 荒井昭治 

      公印名 町田市区画整理担当部長之印 
    に変更した法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 

４. 件名 ○○様への対応について 起案書に係る 
（１） 決裁区分が甲である法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 
（２） 発信者 町田都市計画忠生土地区画整理事業 

      施行者 町田市   代表者 町田市長 石阪丈一 
である法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 

（３） 市長のサインの法的根拠文書及び判断文書(起案書含む一式) 
2010 年 10 月 26 日 不存在決定 

・町田市事務決裁規程 

理由：町田市事務決裁規程に個人情報が存在しないため。 

 

2010-29 2010 年 10 月 12 日 開示請求 …………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■10 町政広要第 388 号の処理報告に伴う起案書を含む一式 「文書の公開及び開示に当たり」 

2010 年 10 月 18 日 部分開示決定 

・10 町政広要第 388 号「文書の公開及び開示に当たり」について 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当。 

    ○開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため。 

    ・請求者以外の氏名、印影 

 

2010-30  欠番 

 

2010-31 2010 年 10 月 14 日 開示請求 …………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■ＤＶ保護申請 

2010 年 10 月 26 日 決定延期 

理由：該当資料の精査に時間を要するため 

2010 年 12 月 10 日 部分開示決定 

・面接記録票ほか（以下のとおり） 

個人情報記録の件名：保護台帳 世帯主氏名 ○○○○ 

NO 非開示の部分 請求の一部について応じない理由 

1 
面接記録票 

 相談内容及び欄外 
記録者の備考

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 
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2 
相談票 

 相談内容 
記録者の備考

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

3 

相談票 

2008 年 7 月 17 日の面

接記録 

事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

4 

起案書 

起案日 2008 年 8 月 20

日 

事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

5 
ケース記録票 

2008 年 8 月 20 日 
事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

6 

ケース記録票 

2008 年 9 月 9 日 

2008 年 9 月 11 日 

事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

7 ○○○○関係先調査 事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

8 
○○○○本人面接 

 2008 年 8 月 6 日 
事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 
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9 2008 年 8 月 7 日記録 事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

10 

貯金調査について（回

答） 

文書番号 

事横管公第 0730425 号 

所長の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 所長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であ

り、当該事業に関する情報であって、開示をすること

により、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が著しく損なわれると認められるため。 

11 

生活保護法第２９条

による調査について

（回答）文書番号事長

業官第 072832 号 

所長の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当

所長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であり、

当該事業に関する情報であって、開示をすることによ

り、偽造等による不正使用の恐れがあることから、当

該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な

地位が著しく損なわれると認められるため。 

12 

文書照会に対する回

答書 

文書番号 

事東管一第 0728665 号 

所長の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 所長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であ

り、当該事業に関する情報であって、開示をすること

により、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が著しく損なわれると認められるため。 

13 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 7 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 

14 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 8 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 

15 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 9 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 

16 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 16 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 
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17 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 21 

法人職員の氏

名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の氏名は、第三者に関する情報であって、

開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害

する恐れがあるため。 

18 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 21 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 

19 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 23 

法人職員の氏

名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の氏名は、第三者に関する情報であって、

開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害

する恐れがあるため。 

20 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 25 

法人職員の氏

名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の氏名は、第三者に関する情報であって、

開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害

する恐れがあるため。 

21 

預貯金等の調査につ

いて（回答）町地生援

20 第 015406 号の照会

に対する回答用紙 25 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影で

あり、開示することにより偽造等による不正使用の恐

れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を生

ずる恐れがあるため。 

22 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015406

号の照会に対する回

答用紙 30 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 

23 

文書照会に対する回

答書 

文書番号 

事○○定第 0818310 号 

所長の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 所長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であ

り、当該事業に関する情報であって、開示をすること

により、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が著しく損なわれると認められるため。 

24 

預貯金等の調査につ

いて（回答） 

町地生援 20 第 015846

号の照会に対する回

答用紙 4 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 
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25 

生命保険の調査先一

覧表 

兼調査依頼回答状況

表 

担当者の備考

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

26 

生活保護法第２９条

の規定に基づく調査

について（回答） 

文書番号 

東保全第 11980 号 

所長の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 所長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であ

り、当該事業に関する情報であって、開示をすること

により、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が著しく損なわれると認められるため。 

27 

保険、共済の加入状況

について（回答） 

町地生援 20 第 015409

号の照会に対する回

答用紙 5 

法人職員の氏

名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の氏名は、第三者に関する情報であって、

開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害

する恐れがあるため。 

28 

保険、共済の加入状況

について（回答） 

町地生援 20 第 015409

号の照会に対する回

答用紙 6 

法人職員の印

影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の印影は、個人で使用している印鑑の印影

であり、開示することにより偽造等による不正使用の

恐れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を

生ずる恐れがあるため。 

29 

保険、共済の加入状況

について（回答） 

町地生援 20 第 015409

号の照会に対する回

答用紙 9 

法人職員の氏

名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の氏名は、第三者に関する情報であって、

開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害

する恐れがあるため。 

30 

保険、共済の加入状況

について（回答） 

町地生援 20 第 015409

号の照会に対する回

答用紙 12 

部長の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 部長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であ

り、当該事業に関する情報であって、開示をすること

により、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が著しく損なわれると認められるため。 

31 

保険、共済の加入状況

について（回答）町地

生援 20第 015409 号の

照会に対する回答用

紙 13 

理事長の印影

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当

理事長の印影は、事業で使用している印鑑の印影であ

り、当該事業に関する情報であって、開示をすること

により、偽造等による不正使用の恐れがあることから、

当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が著しく損なわれると認められるため。 

32 
全労済東京都本部の

連絡票 

法人職員の氏

名 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 法人職員の氏名は、第三者に関する情報であって、

開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害

する恐れがあるため。 
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33 

戸籍の附票の除票 

○○○市 

平成 20 年 8 月 5日発

行 

第三者の住所

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

34 

戸籍の附票 

○○○市 

平成 20 年 8 月 5日発

行 

第三者の住所

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

35 

戸籍の附票 

○○○市 

平成 9年 3月 14 日編

製 

第三者の住所

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

36 

戸籍の附票 

○○○市 

平成 6年 2月 5日編製 

第三者の住所

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

 

2010 年 12 月 10 日 非開示決定 

 ・収入・無収入申告書及び扶養義務の履行調査伺等 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

   ○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害する 

恐れがあるため。 

 

2010-32 2010 年 10 月 18 日 開示請求 ………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■1、03 町都区第 217 号 2004 年 2 月 25 日 「質問について」 

   文中「住宅調査会社が見つかりましたので」の住宅調査会社に係る 

1）各住宅調査会社名を記した文書（起案書含む一式） 

2）選定経緯文書（起案書含む一式） 

2、03 町都区第 228 号 2004 年 2 月 27 号（日）「質問状について」 

   文中「住宅調査会社は本調査を行う前に事前に家を見させて頂きたいとのこと」に係る 

1）各住宅調査会社名を記した文書（起案書を含む） 

2）事前に家を見る事への依頼を記した文書（起案書を含む） 

3）事前に家を見る事の目的を記した文書（起案書含む） 

4）各住宅調査会社選定経緯文書（起案書含む） 

3、04 町都区第 21 号 2004 年 4 月 26 日 「ご要望の件について（回答）」 

   文中「調査会社と連絡が取れましたので」に係る 

1）各調査会社名を記した文書（起案書含む一式） 

2）連絡の方法及び伴う文書（起案書含む一式） 

3）回答に至る「う」文中「レントゲンによる専門調査会社」に当たる会社名を記した文書

（起案書含む一式） 

4）1）,3）の調査会社選定経緯文書（起案書含む一式） 

4、04 町都区第 80 号 2004 年 8 月 5 日「建物調査の日程について」 
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 （1）文中「打ち合せ及び調査の日程」に係る 

   1）各調査会社への依頼及び回答（出向く事への了解）文書（起案書含む一式） 

   2）調査の中容及び方法を記した文書（起案書含む一式） 

 （2）文中「建築確認申請書」を借用 

   1）本申請書を貸与及び使用の会社を記す文書（起案書含む一式） 

2010 年 10 月 29 日 不存在決定 

理由：作成していないため。 

※2011 年１月４日 異議申立て 

 

2010-33 2010 年 10 月 19 日 開示請求 ………………………………………（学校教育部指導課） 

■２００９年○○中学校の三年生時の修学旅行中に○○の車内で起きた事件（○○が他生徒に○○

○○を負わせた件）についての関連文章すべて 

2010 年 10 月 29 日 決定延期 

理由：該当資料の精査に時間を要するため 

2010 年 11 月 16 日 部分開示決定 

・「事故発生報告書」の写し 

 理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害する恐

れがあるため。 

    １．「医師の診断」のうち傷病名、病院名、治療、全治見込み 

    ２．「当事者」のうち申請人を除く年・組・児童・生徒氏名、年齢、性別、保護者氏名、 

住所 

    ３．「事故発生場所の地図・略図」のうち、申請人を除く生徒名、申請人を除く発生場所 

      の特定できる情報 

    ４．「事故発生の状況」のうち、病院名、疾病名、申請人を除く生徒名、申請人の保護者 

を除く保護者名、申請人を除く生徒及び申請人の保護者を除く保護者の独自情報 

    ５．「事故発生に対する学校の対応措置」のうち、病院名 

    ６．「保護者の様子」の内容すべて 

    ７．「校長の見解」のうち、係名 

 

2010-34 2010 年 11 月２日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■〔１〕調査並びに結果に関する質問を公社に対し行う様指示された事への根拠文書一式 

   （起案書含む） 

   （平成 22 年 11 月 1 日○○氏と○○氏） 

〔２〕① 調査結果並びに公開・開示に伴う市の公文書である調査結果にある 

    この度前回の資料を参考にの文中に係る 

    1、この度の契約書一式（起案書含む） 

    2、前回の資料一式の起案書 

② 調査結果（平成 18 年 2 月 20 日当時吉原課長より渡されたも）に伴う市の公文書で

ある調査結果にある 

    この度前回の資料を参考にの文中に係る 

    1、この度の契約書一式（起案書含む） 

    2、前回の資料一式（起案書含む） 

〔３〕調査結果作成指示書一式（起案書含む） 

   《〔２〕の調査結果並びに調査により作成された図書全部を指す》 

2010 年 11 月 16 日 開示決定 

・ 忠生地区家屋調査委託業務 調査報告書 平成 18 年２月 

（調査結果並びに公開・開示に伴う市の公文書である調査結果にある この度前回の資料を

参考にこの文中に係る２、前回の資料一式） 
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2010 年 11 月 16 日 不存在決定 

〔１〕調査並びに結果に関する質問を公社に対し行う様指示された事への根拠文書一式 

   （起案書含む） 

   （平成 22 年 11 月 1 日○○氏と○○氏） 

〔２〕① 調査結果並びに公開・開示に伴う市の公文書である調査結果にある 

    この度前回の資料を参考にの文中に係る 

    1、この度の契約書一式（起案書含む） 

    2、前回の資料一式の起案書 

② 調査結果（平成 18 年 2 月 20 日当時吉原課長より渡されたも）に伴う市の公文書であ

る調査結果にある 

    この度前回の資料を参考にの文中に係る 

    1、この度の契約書一式（起案書含む） 

    2、前回の資料一式（起案書含む） 

〔３〕調査結果作成指示書一式（起案書含む） 

   《〔２〕の調査結果並びに調査により作成された図書全部を指す》 

 理由：〔１〕〔２〕の①及び〔３〕は作成していないため。〔２〕の②は文書が特定できないため      

 

2010-35 2010 年 11 月４日 開示請求 …………………………………………（学校教育部指導課） 

■２００９年○月○日に授業参観の昼食時に教室で○○が○○に○○○○けがを負わせた件につ

いての関連文章すべて 

2010 年 11 月 16 日 部分開示決定 

・「事故発生報告書」の写し 

 理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害する恐

れがあるため。 

    １．「医師の診断」のうち傷病名、病院名、治療、全治見込み 

    ２．「当事者」のうち申請人を除く年・組・児童・生徒氏名、年齢、性別、保護者氏名、 

住所 

    ３．「事故発生場所の地図・略図」のうち、申請人を除く生徒名、申請人を除く発生場所 

      の特定できる情報 

    ４．「事故発生の状況」のうち、疾病名、申請人を除く生徒名、申請人を除く生徒の独自 

      情報 

    ５．「事故発生に対する学校の対応措置」のうち、病院名、疾病名、生徒名、保護者名、 

      生徒及び保護者の独自情報 

    ６．「保護者の様子」の内容すべて 

    ７．「校長の見解」のうち、保護者の独自情報 

 

2010-36 2010 年 11 月９日 開示請求 …………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■確認申請書のうち町田市○○町○○○○番敷地使用に係る同意書 

2010 年 11 月 19 日 決定延期 

 理由：個人情報の精査、検討に時間を要するため 

2010 年 11 月 30 日 不存在決定 

理由：確認申請書に町田市○○町○○○○番敷地使用に係る同意書が添付されていないため。 

 

2010-37 2010 年 11 月９日 開示請求 …………………………………（都市づくり部建築指導課） 

■確認申請書のうち町田市○○町○○○○番敷地使用に係る同意書 

2010 年 11 月 19 日 決定延期 

 理由：個人情報の精査、検討に時間を要するため 

2010 年 11 月 30 日 不存在決定 
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理由：確認申請書に町田市○○町○○○○番敷地使用に係る同意書が添付されていないため。 

 

2010-38 2010 年 11 月 11 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書（2010 年１月１日～2010 年 11 月 11 日） 

2010 年 11 月 24 日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票写しを請求した 

１．2010 年５月 24 日受付分の住民票写し等職務上請求書 

２．2010 年９月 10 日受付分の住民票写し等職務上請求書 

３．2010 年９月 14 日受付分の戸籍謄本等職務上請求書 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより第三者の権利利益を侵害する恐れ

があるため 

・請求書添付の行政書士証票の生年月日、請求者に係る者の氏名欄の生年月日 

：町田市個人情報保護条例第 21 条１項４号に該当 

 ○経理等重要な内部管理情報で、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営 

上の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるため 

・請求者欄の印影 

 

2010-39 2010 年 11 月 18 日 開示請求 ……………………………………（市民病院経営部医事課） 

■「町田市民病院」の電子カルテのログ開示について（2010 年９月１日～2010 年 10 月 31 日） 

2010 年 12 月２日 部分開示決定 

・電子カルテ患者情報ログ 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより第三者の権利利益を侵害する恐れ

があるため 

   ・委託業者社員氏名 

：町田市個人情報保護条例第 21 条１項６号に該当 

 ○事業の運営に関する情報で、開示することにより当該事業の実施の目的を失わせ、又は 

  公正かつ適正な実施を著しく困難にする恐れがあるため。 

 ・利用者 ID、依頼者 ID 

 

2010-40 2010 年 11 月 24 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票写しの交付請求書（2009 年 11 月 23 日～2010 年 11 月 24 日） 

2010 年 12 月１日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票を請求した住民票の写しの交付請求書、期

間 2009 年 11 月 23 日から 2010 年 11 月 24 日までのうち 

 2009 年 12 月 16 日受付分 

 

2010-41 2010 年 12 月６日 開示請求 ……………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■市民相談室へ相談したすべての事項について（2007 年１月～2007 年 12 月受付分） 

2010 年 12 月 10 日 部分開示決定 

・氏名○○○○の 

１．受付 第４号 2007 年４月 12 日 相談票 

 ２．受付 第１号 2007 年５月 15 日 相談票 

３．受付 第４号 2007 年７月 31 日 相談票 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○第三者の情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害する恐れがあ

るため 

   ・○○○○以外の氏名、印影 



第２章 個人情報開示等請求の状況 
 

 158

2010-42 2010 年 12 月８日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し等交付請求書（2010 年 10 月１日～2010 年 12 月７日） 

2010 年 12 月 16 日 開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書、2010 年 10 月 15 日受付   

 分 

2010 年 12 月 16 日 部分開示決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写し交付請求書、2010 年 11 月 30 日受付 

 分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより第三者の権利利益をを侵害する恐

れがあるため 

   ・請求書表面の窓口に来た方欄の住所、氏名、生年月日、電話番号、請求者との関係 

   ・請求書裏面の一部 

   ・申請書に添付の金銭借用書の氏名・日付・金額欄 

 

2010-43 2010 年 12 月 13 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書交付申請書（2010 年８月３日～2010 年 12 月 12 日） 

2010 年 12 月 16 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書交付申請書（2010 年８月３日

～2010 年 12 月 12 日） 

理由：検索の結果、上記の期間に交付はなく、印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません 

 

2010-44 2010 年 12 月 14 日 開示請求 ……………………………………………（財務部資産税課） 

■１．○○町○○○○－○、○地番整理に伴う図書一式（起案書含む） 

２．１に伴う法務局との図書一式（起案書含む） 

2010 年 12 月 28 日 部分開示決定 

・①2006 年度 土地現況調査表 

・②2006 年３月 15 日付 町田市都市計画忠生土地区画整理事業仮換地指定調書（地番順）（写） 

〔１．○○町○○○○－○、○地番整理に伴う図書一式（起案書含む）〕 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者のプライバシーを侵害す

る恐れがあるため 

    ・第三者の個人情報で 

     「課税に関する情報（①のみ）」、「町丁名(字)」、「地番」、「地目」、「登記地積」、 

「基準地積」、「街区番号」、「符号」、「地積（約）」、「土地所有者氏名」 

2010 年 12 月 28 日 不存在決定 

 ・○○町○○○○－○、○地番整理に伴う図書一式（起案書含む）に伴う法務局との図書一式（起

案書含む） 

理由：東京法務局町田出張所より受理していないため 

 

2010-45 2010 年 12 月 14 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■1. 平成 18 年 2 月   地番の整理に伴う図書一式(起案書含む) 

2. 東京都への下記通知に係る照会並びに回答の図書一式(起案書含む) 

  1)平成 17 年 2 月 7 日 件名なし (写真説明の説明依頼) 

  2)    11 月 10 日 許認可の対応について 

  3)     19.8.20 東京都交付金使途について 

  4)      20.4.7  公平に行われていない区画整理事業 

  5)        6.9 きわめて悪質です 

  6)         13 代表取締役の証言から 
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  7)              7.1  町田修二氏が知ってます 

  8)        11 ㈱○○○○粉飾決算等について 

  9)       11.4 名寄簿にない登記されている土地 

  10)          21.4.10 都交付金からの支出への照会 

  11)          21.4.10 理事長へ宛た文書から 

  12)             5.25 補償コンサルタント規程の運用について 

  13)       5.25 実態と認可と通知内容 

  14)       5.25 通知されることなく違法に扱われた土地 

  15)       6.15 売却されたはずの土地 

  16)             6.15  真剣に取り組んだと言えますか 

  17)      20.6.27 認識のうえでの偽りの業務について 

3. 平成 21 年 7 月 6 日付東京都からの事務連絡「権利者対応について(依頼)に係る図書一式 

4. 09 町都区第 475 号(起案書含む一式) 

5. 09 町都区第 496 号(起案書含む一式) 

6. 2 以外で○○○○に係わる東京都との図書一式(起案書含む) 

 2010 年 12 月 28 日 決定延期 

 理由：個人情報記録の調査・抽出に時間を要するため 

 2011 年２月８日 部分開示決定 

  １.2006 年２月 14 日受付 町都区第 21 号仮換地変更願 

  ２.権利者対応について(依頼)について 

 〔１．平成 18 年２月 地番の整理に伴う図書一式（起案書含む）３．平成 21 年 

月 6日付東京都からの事務連絡「権利者対応について（依頼）に係る図書一式〕 

 理由：町田市個人情報保護条例 21 条１項３号に該当 

    ○個人で使用している印鑑の印影であり、公開することにより偽造等による不正使用の恐

れがあることから、個人の財産の保護に著しい支障を生じると認められるため。 

    ・１.のうち「公社職員の印影」 

   ：町田市個人情報保護条例 21 条１項４号に該当 

    ○法人に関する情報であり、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められる

ため。 

    ・１.のうち「法人の印影」 

   ：町田市個人情報保護条例 21 条１項３号に該当 

    ○第三者に関する情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害する

おそれがあるため。 

    ・２.のうち「請求者以外の個人名」、「請求者以外の個人の印影」 

 2011 年２月８日 不存在決定 

 2. 東京都への下記通知に係る照会並びに回答の図書一式(起案書含む) 

  1)平成 17 年 2 月 7日 件名なし (写真説明の説明依頼) 

  2)    11 月 10 日 許認可の対応について 

  3)     19.8.20 東京都交付金使途について 

  4)      20.4.7  公平に行われていない区画整理事業 

  5)        6.9 きわめて悪質です 

  6)         13 代表取締役の証言から 

  7)              7.1  町田修二氏が知ってます 

  8)        11 ㈱○○○○粉飾決算等について 

  9)       11.4 名寄簿にない登記されている土地 

  10)          21.4.10 都交付金からの支出への照会 

  11)          21.4.10 理事長へ宛た文書から 

  12)             5.25 補償コンサルタント規程の運用について 

  13)       5.25 実態と認可と通知内容 
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  14)       5.25 通知されることなく違法に扱われた土地 

  15)       6.15 売却されたはずの土地 

  16)             6.15  真剣に取り組んだと言えますか 

  17)      20.6.27 認識のうえでの偽りの業務について 

4. 09 町都区第 475 号(起案書含む一式) 

5. 09 町都区第 496 号(起案書含む一式) 

6. 2 以外で○○○○に係わる東京都との図書一式(起案書含む) 

 理由：２、６については文書が存在しないため 

    ４、５については個人情報が含まれていないため 

 

2010-46 2010 年 12 月 22 日 開示請求 …………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■平成 22 年 11 月 19 日付「異議申立と諮問」処理報告書一式 

2011 年１月４日 部分開示決定 

・10 町政広要第○○○号 「異議申立てと諮問」について 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○第三者の情報であって、開示をすることにより当該第三者の権利利益を侵害する恐れが

あるため 

    ・請求者以外の氏名・、請求者以外の個人の印影 

 

2010-47 2010 年 12 月 22 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■仮換地指定通知、図書一式（地番整理合筆・平成 18 年２月実施） 

2011 年１月５日 決定延期 

理由：個人情報記録の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年２月 18 日 開示決定 

１.平成 18 年３月 15 日仮換地指定取消通知発送簿 

２.05 町都区忠指第 5543 号仮換地指定取消通知 

３.05 町都区忠指第 5544 号仮換地指定取消通知 

〔仮換地指定通知、図書一式（地番整理合筆・平成 18 年２月実施〕 

 2011 年２月 18 日 部分開示決定 

１.町田都市計画忠生土地区画整理事業第 190 次仮換地指定について 

２.05 町都区忠指第 832-1 号仮換地指定通知（市用） 

３.平成 18 年３月 15 日仮換地指定通知書発送簿 

４.平成 18 年３月 15 日仮換地指定調書（街区順） 

５.平成 18 年３月 15 日仮換地指定調書（地番順） 

６.仮換地指定位置図第 190 次仮換地指定 平成 18 年３月 15 日 

〔仮換地指定通知、図書一式（地番整理合筆・平成 18 年２月実施〕 

 理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項４号に該当 

    ○法人に関する情報であり、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められる

ため 

    ・法人の印影 

   ：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

    ○特定個人が識別され得る情報で、開示することにより、第三者のプライバシーを侵害す

るおそれがあるため 

    ・明細図、位置図の仮換地指定箇所以外の箇所 

    ・請求者以外の仮換地指定通知番号、通知件名、現住所、氏名 

    ・請求者以外の氏名、所有地の地番、地積 

    ・請求者以外の仮換地指定箇所 

 2011 年２月 18 日 不存在決定 

１. 仮換地指定通知（1 号様式） 
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２. 仮換地指定取消通知（13 号様式） 

３. 仮換地指定について（説明書） 

４. 仮換地案内図 

５. 仮換地指定整理簿 

６. 仮換地指定通知発送シール 

〔仮換地指定通知、図書一式（地番整理合筆・平成 18 年２月実施〕 

 理由：1、2、3、4、6については、権利者に発送したため。5については、廃棄したため 

 

2010-48 2011 年１月４日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う平成 17 年 11 月 22 日付押印が朱肉のついてある覚書一式（起案含

む）（市が保管してある原本） 

2011 年１月 13 日 部分開示決定 

  （１）2005年11月２日起案 

     建築物等の調査に関する覚書（案）について 

  （２）建築物等の調査に関する覚書 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当 

○第三者に関する情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵害す

るおそれがあるため 

・請求者以外の氏名、請求者以外の個人の印影 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項４号に該当 

○法人に関する情報であって、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められ

るため 

・法人の印影 

 

2010-49 2011 年１月 12 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う事業開始から今日までの○○町○○○○－○、○、○、○、○、○ 

に係る 

１. 基準権利地積調書（起案書を含む図書一式） 

２. 基準地積調書（起案書を含む図書一式） 

３. 仮換地あん分（表）（起案書を含む図書一式） 

４. 従前の地図（起案書を含む図書一式） 

2011 年１月 25 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年３月 11 日 部分開示決定 

町田都市計画忠生土地区画整理事業 従前の土地図（氏名入り） 

〔忠生区画整理事業に伴う事業開始から今日までの○○町○○○―○、○、○、○、○、○○

○―○に係る ４．従前の地図（起案書を含む図書一式〕 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

   ○第三者に関する情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵害す 

るおそれがあるため 

    ・請求者以外の氏名 

 2011 年３月 11 日 非開示決定 

  町田都市計画忠生土地区画整理事業 換地設計 換地図その１ 

  （従前の土地図）３／３ 縮尺１：１，０００ 

〔忠生土地区画整理事業に伴う事業開始から今日までの○○○町○○○―○、○、○、○、○、

○○○―○に係る ４．従前の地図（起案書を含む図書一式〕 

 理由：町田市個人情報保護条例第 21 条第１項第６号に該当 

    ○市の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当該事務又は事

業の実施の目的を失わせると認められるため 
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 2011 年３月 11 日 不存在決定 

  忠生土地区画整理事業に伴う事業開始から今日までの○○町○○○○－○、○、○、○、○、 

  ○に係る 

   １.基準権利地積調書（起案書を含む図書一式） 

   ２.基準地積調書（起案書を含む図書一式） 

   ３.仮換地あん分（表）（起案書を含む図書一式） 

 理由：所有していないため 

 

2010-50 2011 年１月 12 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の個別説明会について（お知らせ）に伴う、○○ 

町○○○○－○、○、○、○、○、○に係る 

１. 起案書を含む発送（同封）図書一式 

２. 公社からの起案を含む図書一式 

３. 発送名簿（起案書含む一式） 

４. 配達証明に係る発送受領一連図書一式（起案含む） 

2011 年１月 26 日 部分開示決定 

 （１）10 町都区第 1322 号 

    郵便物の持ち込みについて（依頼） 

  〔町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の個別説明会について（お知らせ）に伴う、

○○町○○○―○、○、○、○、○、○○○―○に係る３、発送名簿（起案書含む一式）〕 

 （２）10 町都区第 1322 号の 2 

    郵便物の持ち込みについて（回答） 

    【書留・配達記録郵便物等差出票】 

  〔町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の個別説明会について（お知らせ）に伴う、

○○町○○○―○、○、○、○、○、○○○―○に係る４、配達証明に係る発送図書一式（起

案含む〕 

 （３）郵便物等配達証明書 

  〔町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の個別説明会について（お知らせ）に伴う、

○○町○○○―○、○、○、○、○、○○○―○に係る４、配達証明に係る受領図書一式（起

案含む〕 

理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当 

○第三者に関する情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害する

おそれがあるため 

・請求者以外の氏名及び住所 

2011 年１月 26 日 不存在決定 

① 町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の個別説明会について（お知らせ）に伴う、 

○○町○○○○－○、○、○、○、○、○に係る 

１. 起案書を含む発送（同封）図書一式 

２. 公社からの起案を含む図書一式 

② 町田都市計画忠生土地区画整理事業の換地計画の個別説明会について（お知らせ）に伴う、 

○○町○○○○－○に係る 

４.配達証明に係る受領図書一式（起案含む） 

理由：①の１.は個人情報が存在しないため 

①の２.は存在しないため。 

②の４.は対象郵便物が返戻されたため 

 

2010-51 2011 年１月 12 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う添付、「経緯」の文書の起案書を含む一式 

2011 年１月 24 日 開示決定 
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・経緯 

〔忠生土地区画整理事業に伴う添付、「経緯」の文書〕 

2011 年１月 24 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う添付、「経緯」の文書の起案書 

理由：起案書は作成していないため 

 

2010-52 2011 年１月 19 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う事業開始並びに昭和60年10月 8日基準日以降の○○町○○○○－

○、○、○、○、○、○○○―○に係る 

  １.あん分区域図（起案書含む一式）    ５.地積決定資料図（起案書含む一式） 

  ２.区域地積計算図（起案書含む一式）   ６.従前の土地図（起案書含む一式） 

  ３.区域地積計算書（起案書含む一式）   ７.あん分率計算書（起案書含む一式） 

  ４.あん分区域別地積調書（起案書含む一式） 

2011 年２月２日  決定延期 

理由：個人情報記録の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年３月 18 日 部分開示決定 

・ 町田都市計画忠生土地区画整理事業 従前の土地図（氏名入り） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う事業開始並びに昭和60年 10月８日基準日以降の○○町○○○―

○、○、○、○、○、○○○―○に係る６．従前の土地図（起案書含む一式〕 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

   ○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害するお

それがあるため 

   ・請求者以外の氏名 

2011 年３月 18 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う事業開始並びに昭和 60 年 10 月 8 日基準日以降の○○町○○○○

－○、○、○、○、○、○○○―○に係る 

   １.あん分区域図（起案書含む一式）    ５.地積決定資料図（起案書含む一式） 

   ２.区域地積計算図（起案書含む一式）   ７.あん分率計算書（起案書含む一式） 

   ３.区域地積計算書（起案書含む一式）    

   ４.あん分区域別地積調書（起案書含む一式） 

理由：所有していないため。 

 

2010-53 2011 年１月 26 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書（2010 年 12 月 20 日～2011 年 1 月 25 日） 

2011 年２月３日  不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した住民票の写し交付 

請求書及び、印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申請書、2010 年 12 月 20 日から 

2011 年１月 25 日までの分 

理由：検索の結果、上記期間に住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付は無く、住民票の写し交

付請求書及び印鑑登録証明書交付申請書は存在いたしません。 

 

2010-54 2011 年２月 21 日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■町田市○○町○○○○番地 氏名○○○○の生活保護申請書及び申請に当たって提出された付

属書類の一式。町田市が聴取した申請の事情 

2011 年３月４日 決定延期 

理由：請求された該当資料の精査に時間を要するため。 

2011 年４月 22 日 部分開示決定 

個人情報記録の件名：保護台帳  世帯主氏名：○○ ○○  請求者氏名：○○ ○○ 
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NO 非開示の部分 

 件名 内容 
請求の一部について応じない理由 

1 
面接記録票 

 相談内容及び欄外 

第三者の電話

番号 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

2 
生活保護法による保護

申請書 
第三者の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者の印影は、個人で使用している印鑑の印影で

あり、開示することにより偽造等による不正使用の恐

れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を生

ずる恐れがあるため。 

3 
生活保護法による保護

申請書 

第三者の学歴、

健康状態 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

4 同意書 第三者の印影 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者の印影は、個人で使用している印鑑の印影で

あり、開示することにより偽造等による不正使用の恐

れがあることから、個人の財産保護に著しい支障を生

ずる恐れがあるため。 

5 

相談票 

2010年 6月 14日の面接

記録 

2010年 6月 18日の面接

記録 

事務上の記録 

第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがある

ため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

6 保護台帳 鑑 
第三者の電話

番号 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

7 
保護台帳 扶養義務者

の状況 

第三者の住所、

職業 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 
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8 
保護決定起案 6.世帯

員経歴 
第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

9 
保護決定起案 8.調査

担当者の所見 
第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

10 保護決定起案 10.備考 第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

11 

ケース記録票 

2010 年 7 月 2 日 

2010 年 8 月 16 日 

2010 年 10 月 6 日 

2011 年 1 月 7 日 

第三者の記録 

事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

12 保護決定調書  第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

13 
扶養義務者の履行調査

伺 
第三者の住所 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

第三者に関する情報であって、開示することにより当

該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。

14 

調査先一覧表兼調査依

頼回答状況表 

町地生援22第014488号 

第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

15 

調査先一覧表兼調査依

頼回答状況表 

町地生援22第014492号 

第三者の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 
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16 戸籍の附票 
第三者の住所、

住定日 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当

 第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

2011 年３月７日 非開示決定 

・資産申告書、収入、無収入申告書、扶養義務調査書、重要事項説明書（土地建物）の写し、

預金口座通帳の写し、履歴書、生活保護法第 29 条に基づく調査（回答）及び戸籍証明書等 

 

2010-55 2011 年２月 24 日 開示請求 ……………………………… （政策経営部広報広聴課） 

■下記に係る図書一式（関係課処理及び経過を各起案書含む） 

（１）2009.1.20 陳情書 

（２）2009.10.1 陳情書 

（３）2010.9.17 陳情書 

2011 年３月７日 開示決定 

・10 町政広要第 416 号 要望書について 

2011 年３月７日 不存在決定 

・下記に係る図書一式（関係課処理及び経過を各起案書含む） 

 （１）2009.1.20 陳情書 

 （２）2009.10.1 陳情書 

理由：当該個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため。 

 

2010-56 2011 年２月 24 日 開示請求 ……………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■下記に係る図書一式（関係課処理及び経過を各起案書含む） 

（１）2009.1.20 陳情書 

（２）2009.10.1 陳情書 

（３）2010.9.17 陳情書 

 2011 年３月７日 開示決定 

 ・09 町政広要第 221 号 忠生土地区画整理事業に関する陳情について 

2011 年３月７日 不存在決定 

・下記に係る図書一式（関係課処理及び経過を各起案書含む） 

 （１）2009.1.20 陳情書 

 （３）2010.9.17 陳情書 

理由：当該個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため。 

 

2010-57 2011 年２月 24 日 開示請求 ……………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■09 町政広要第 221 号の 2 2009 年 10 月 1 日 要望処理報告書一式 

2011 年３月７日 開示決定 

・09 町政広要第 221 号 忠生土地区画整理事業に関する陳情について 

 

2010-58 2011 年２月 24 日 開示請求 ……………………………………（政策経営部広報広聴課） 

■09 町政広要第 221 号の 2 2009 年 10 月 1 日 要望処理報告書一式 

2011 年３月７日 不存在決定 

・09 町政広要第 221 号の 2 2009 年 10 月 1 日要望処理報告書一式 

理由：当該個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため。 

 

2010-59 2011 年２月 24 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 
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 10 号公園横、日向根トンネル上部反射鏡設置に係る図書一式（起案書及び設置に至る図書含む） 

2011 年３月 10 日 開示決定 

・市政要望等処理報告書 10 町政広要第 416 号 

 

2010-60 2011 年２月 24 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１.○○町○○○○－○移転に伴う損失補償に係る事業計画変更図書一式（起案書含む） 

 ２.平成３年度、４年度事業進捗図及び施工予定箇所画図（添付） 

  1～5 変更に伴う（2、3 はすみきり） 

(1)事業計画に係る図書一式（起案書含む） 

(2)施工契約書並びに工事設計書一式（起案書含む） 

2011 年３月 10 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため。 

2011 年４月 25 日 不存在決定 

・個人情報が含まれていないため 

 

2010-61 2011 年２月 24 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

09 町政広要第 221 号の 2 2009 年 10 月 1 日に係る事業損失図書一式（起案書含む） 

 2011 年３月 10 日 決定延期 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年４月 25 日 部分開示決定 

１．2001 年 10 月 29 日 忠生土地区画整理事業に伴う交渉依頼について（№30） 

２．承諾書（№30） 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

   ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより、第三者のプライバシーを侵害す

るおそれがあるため 

   ・特定個人に係る部分 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項４号に該当 

   ○法人に関する情報であり、開示をすることにより、事業運営上支障があると認められる

ため 

   ・法人の印影 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項６号に該当 

   ○市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示をすることにより当該事

務又は事業の実施の目的を失わせ又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認め

られるため 

   ・工作物移転料算定書の合計以外の「補償額」移転雑費補償額算定書の「平均労働賃金」 

    「補償日数」、補償調書の総合計以外の「金額」工事内訳書の「単価」「金額」 

 

2010-62 2011 年２月 24 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

09 町政広要第 221 号の 2 2009 年 10 月 1 日に係る事業損失図書一式（起案書含む） 

2011 年３月 10 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

09 町政広要第 221 号の 2 2009 年 10 月 1 日に係る事業損失図書一式（起案書含む） 

理由：個人情報が含まれていないため 

 

2010-63 2011 年２月 24 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業 

 １.05 町都区証第 18 号 5 年 8 月 12 日 仮換地底地証明書に係る一式（起案書含む） 
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 ２.○○町○○○○－○番地に係る平成 13 年度補償に伴う登記された家の持分にあることへの 

承諾書式（起案書含む） 

2011 年３月 10 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業 

 １.05 町都区証第 18 号 5 年 8 月 12 日 仮換地底地証明書に係る一式（起案書含む） 

理由：廃棄したため 

2011 年３月 10 日 決定延期（一部） 

・忠生土地区画整理事業 

 ２.○○町○○○○－○番地に係る平成13年度補償に伴う登記された家の持分にあることへの

承諾書式（起案書含む） 

理由：公文書の調査・抽出に時間を要するため 

2011 年４月 25 日 不存在決定 

理由：請求にあたる文書が存在しないため 

 

2010-64 2011 年２月 28 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う  ○○町○○○○－○に係る 

１.仮換地に指定されない土地の管理図書一式（起案含む） 

２.使用又は収益することができる者のなくなった事の通知図書一式（起案書含む） 

2011 年３月 14 日 部分開示決定 

・(１)08町都区第325号 

 町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

【法第95条第６項】（諮問） 

・(２)08町都区第372号 

  町田都市計画忠生土地区画整理事業の特別の定めをする宅地について 

  【法第95条第６項】（答申） 

〔忠生土地区画整理事業に伴う○○町○○○○―○に係る１．仮換地に指定されない土地の管

理図書一式（起案書含む）〕 

 理由：町田市個人情報保護条例第21条１項３号に該当 

    ○第三者に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利を侵害するおそれ

があるため。 

    ・(１)及び(２)のうち、「特定の定めをする宅地に関する調書」の請求者以外の個人に関

する部分、「法第95条第６項該当地図」（整理前）の請求者以外の個人に関する部分、 

     「法第95条第６項該当地図」（整理後）部分 

2011 年３月 14 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う○○町○○○○－○に係る２.使用又は収益することができる者

のなくなった事の通知図書一式（起案書含む） 

理由：作成していないため 

  

2010-65 2011 年３月１日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■忠生土地区画整理事業に伴う 

 ○○町○○○○－○、○、○に係る区法 103 条の換地処分をすることができる下記図書一式 

 （起案書含む） 

 １）規準 ２）規約 ３）定款 ４）施行規程の別段の定め 

2011 年３月 15 日 不存在決定 

・忠生土地区画整理事業に伴う 

 ○○町○○○○－○、○、○に係る区法103条の換地処分をすることができる下記図書一式 

 （起案書含む） 

 １）規準 ２）規約 ３）定款 ４）施行規程の別段の定め 

理由：１)､２)､３) は存在しないため 
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   ４) には個人情報が存在しないため 
 

2010-66 2011 年３月１日 開示請求 ……………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■○○町○○○○号の○に係る 

 １）損失補償金の算定調書の送付について（起案含む一式） 

 ２）土地損失交渉依頼について（起案含む一式） 

 ３）土地損失補償金調表（起案含む一式） 

 ４）土地損失補償金調書（起案含む一式） 

2011 年３月 15 日 不存在決定 

・○○町○○○○号の○に係る 

１） 損失補償金の算定調書の送付について（起案含む一式） 

２） 土地損失交渉依頼について（起案含む一式） 

３） 土地損失補償金調表（起案含む一式） 

４） 土地損失補償金調書（起案含む一式） 

理由：個人情報が含まれていないため 

 

2010-67 2011 年３月 10 日 開示請求 …………………………………（都市づくり部区画整理課） 

■１.１)○○町○○○○－○地番に係る仮換地指定通知書一式（起案書も含む） 

２)同上控え（起案書も含む）一式 

３)仮換地指定取消通知（起案書も含む）一式 

４)同上控え（起案書も含む）一式 

2011 年３月 24 日 部分開示決定 

・１.94 町都区忠指第 380 号 平成６年 10 月 14 日 仮換地指定通知 

 ２.町田都市計画忠生土地区画整理事業仮換地指定通知について（第 27 次） 

〔１．（１○○町○○○○―○地番に係る仮換地指定通知書一式（起案書も含む）〕 

理由：町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

   ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより、第三者のプライバシーを侵害す

るおそれがあるため 

   ・１の「仮換地明細図」、「仮換地位置図」における請求者の所有地以外の「特定個人に係

る部分」、２の「町田都市計画忠生土地区画整理事業仮換地指定通知について（第 27 次）」

の「あて先」、「仮換地指定通知書発送簿」における請求者以外の「特定個人に係る部分」 

  ：町田市個人情報保護条例第 21 条１項４号に該当 

   ○法人に関する情報であり、開示をすることにより事業運営上支障があると認められるた

め 

・２の「仮換地指定通知の送付について」の「法人の印影」 

2011 年３月 24 日 不存在決定 

・１.２)○○町○○○○－○地番に係る仮換地指定通知書一式控え（起案書も含む）一式 

   ３)仮換地指定取消通知（起案書も含む）一式 

   ４)仮換地指定取消通知控え（起案書も含む）一式 

理由：２)は、請求内容にあたる文書が存在しないため 

   ３)､４)は、仮換地指定取消をしていないため 

 

2010-68 2011 年３月 14 日 開示請求 ……………………………………（地域福祉部生活援護課） 

■町田市地域福祉部生活援護課に関するすべての個人情報記録開示写し交付を請求 

 （開示期間：平成 21 年３月 10 日～平成 23 年３月９日） 

2011 年３月 24 日 決定延期 

 理由：請求された該当資料の精査に時間を要するため 

2011 年５月 13 日 部分開示決定 

 個人情報記録の 保護台帳  ○○ ○○  請求者氏名 ○○ ○○ 
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件名 

    

非開示の部分 
NO 

件名 内容 
請求の一部について応じない理由 

1 台帳表紙 
①第三者の名 

②事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

2 
面接記録表 相

談内容 

①第三者の生活

状況 

・病状 

②事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報を含む記録であって、開示する

ことにより当該第三者のプライバシーを侵害する恐れが

あるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。

3 
面接記録表 資

産状況 

第三者のものを

含む資産状況、

備考 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

4 相談票 本籍欄 
第三者の本籍

地・筆頭者 

同上 

5 
相談票 

2010.3.10 

①第三者の生活

状況 

②事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。

6 同意書 
第三者の氏名・

捺印 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

7 
預金通帳の写し、

光熱水費請求書、

保険証 

第三者の資料 

同上 

8 保護台帳  

第三者の氏名・

フリガナ続柄、

性別、生年月日、

年齢、備考 

同上 
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9 
保護台帳 介護

保険、他法活用 

第三者の要介護

度、身障手帳等

級 

同上 

10 
保護台帳 家系

図、扶養義務者の

状況 

①第三者の氏

名、住所、続柄、

年齢、 

②事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

11 
保護決定起案 

申請理由 

①第三者の生活

状況・病状 

②事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。

12 
保護決定起案 

世帯員経歴 
第三者の経歴 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

13 
保護決定起案 

調査担当員の所

見、処遇方針 

①第三者の生活

状況 

②事務上の記録

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。

14 
保護決定起案 

備考（要否判定） 

年金月額、前回

年金受給額、申

請時所持金 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

15 
収入・無収入申告

書 

第三者の収入・

無収入申告書 

同上 

16 ケース記録票  

①事務上の記録

②第三者の生活

状況 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ①は市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 
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17 保護決定調書  
①事務上の記録

②第三者の情報

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をすること

により客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

18 
保護決定調書 

H22.4 月以降 
第三者の情報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

19 

委任状、障害者手

帳、介護被保険者

証、介護保険料資

料 

第三者の資料 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

20 
生活保護法第 29

条に基づく調査

伺いおよび回答 

①第三者の情報

②法人の印影 

③法人職員の印

影 

④事務上の記

録、回答 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 ②は法人が事業で使用している印鑑の印影であり、当該

事業に関する情報であって、開示をすることにより、偽造

等による不正使用の恐れがあることから、当該法人の競争

上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損

なわれると認められるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ③は個人で使用している印鑑の印影であり、開示するこ

とにより偽造等による不正使用の恐れがあることから、個

人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示するこ

とにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるため。

21 戸籍調査 第三者の戸籍 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

22 
医療要否意見書 

医療に関する情

報 

第三者の医療情

報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 第三者に関する情報であって、開示することにより当該

第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

23 検診料請求書 

①法人職員の印

影 

②第三者の情報

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は個人で使用している印鑑の印影であり、開示するこ

とにより偽造等による不正使用の恐れがあることから、個

人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することにより

当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるため。 

 

 
個人情報記録の件名 保護台帳  ○○ ○○ 
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非開示の部分 
NO 

件名 内容 
請求の一部について応じない理由 

1 台帳表紙 事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることによ

り客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。 

2 
面接記録表 

14974 写 

①第三者の生活

状況・病状 

②事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することによ

り当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をするこ

とにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示する

ことにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められる

ため。 

3 

保護決定起案 

申請理由 

担当者の所見 

処遇方針 

事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 市の事業の運営に関する情報であって、開示すること

により当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた

め。 

4 ケース記録票  

①事務上の記録 

②第三者の生活

状況 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をするこ

とにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ①は市の事業の運営に関する情報であって、開示する

ことにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められる

ため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することによ

り当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

5 保護決定調書  
①事務上の記録 

②第三者の情報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の評価等に関する情報であり、開示をするこ

とにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は第三者に関する情報であって、開示することによ

り当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 
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6 

生活保護法第 29

条に基づく調査

伺いおよび回答 

①法人の印影 

②法人職員の印

影 

③事務上の記録、

回答 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 4号に該当 

 ①は事業で使用している印鑑の印影であり、当該事業

に関する情報であって、開示をすることにより、偽造等

による不正使用の恐れがあることから、当該法人の競争

上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損

なわれると認められるため。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は個人で使用している印鑑の印影であり、開示する

ことにより偽造等による不正使用の恐れがあることか

ら、個人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ③は市の事業の運営に関する情報であって、開示する

ことにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められる

ため。 

7 

給付要否意見書 

医療要否意見書 

検診料請求書 

 

①傷病名又は部

位、 

主要症状及び今

後の診療見込 

②医師の印影 

③第三者の情報 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ①は個人の診断等に関する情報であり、開示をするこ

とにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ②は個人で使用している印鑑の印影であり、開示する

ことにより偽造等による不正使用の恐れがあることか

ら、個人の財産保護に著しい支障を生ずる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ③は第三者に関する情報であって、開示することによ

り当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

8 

自立促進事業経

費 

緊急援護費起案

書 

事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 個人の評価等に関する情報であり、開示をすることに

より客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるため。

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 市の事業の運営に関する情報であって、開示すること

により当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公

平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるた

め。 

9 

生活資金貸付 

面接記録 

調査書 

①第三者の生活

状況 

②事務上の記録 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 3号に該当 

 ①は第三者に関する情報であって、開示することによ

り当該第三者のプライバシーを侵害する恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 2号に該当 

 ②は個人の評価等に関する情報であり、開示をするこ

とにより客観的にみて本人の不利益になる恐れがあるた

め。 

町田市個人情報保護条例第 21 条第 1項第 6号に該当 

 ②は市の事業の運営に関する情報であって、開示する

ことにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公平かつ適正な実施を著しく困難にすると認められる

ため。 

 

2010-69 2011 年３月 22 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■住民票の写し、戸籍証明書等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書 



第２章 個人情報開示等請求の状況 

 175

 （平成 23 年 1 月 4 日～平成 23 年 3 月 22 日） 

2011 年３月 28 日 部分開示決定 

・①住所 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の住民票の写しを請求した放置違反金関    

係事項照会書、2011 年１月 13 日受付分 

 ・②本籍 町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の戸籍全部事項証明書を請求した戸籍証明

書を請求した戸籍証明書等交付請求書、2011 年３月 22 日受付分 

 理由：①町田市個人情報保護条例第 21 条１項６号に該当 

     ○市又は国等の事務の運営に関わる情報であって、開示することにより当該事務の実施 

      の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にする恐れがあるため。 

・担当者氏名 

    ②町田市個人情報保護条例第 21 条１項３号に該当 

     ○特定個人が認識され得る情報で、開示することにより、第三者の権利利益を侵害する

おそれがあるため。 

     ・窓口に来た方の欄全て及び戸籍証明書等の使いみち 

 2011 年３月 28 日 不存在決定 

 ・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2011 年１月４日から 2011 年３月 22 日までの分 

 理由：検索の結果、上記の期間に印鑑登録証明書の交付は無く、印鑑登録証明書交付申請書は存 

在いたしません。 

 

2010-70 2011 年３月 27 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書の交付申請書（2011 年３月 25 日～2011 年３月 26 日） 

2011 年３月 31 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番地、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申

請書、2011 年３月 25 日から 2011 年３月 26 日までの分 

理由：検索の結果、上記の期間に印鑑登録証明書の交付はなく、印鑑登録証明書交付申請書は存

在いたしません。 

 

2010-71 2011 年３月 27 日 開示請求 ………………………………………………（市民部市民課） 

■印鑑登録証明書の交付申請書（2011 年３月 25 日～2011 年３月 26 日）  

2011 年３月 31 日 不存在決定 

・町田市○○町○○○○番、氏名○○○○の印鑑登録証明書を請求した印鑑登録証明書交付申請

書、2011 年３月 25 日から 2011 年３月 26 日までの分 

理由：検索の結果、上記の期間に印鑑登録証明書の交付はなく、印鑑登録証明書交付申請書は存

在いたしません。 
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３ 年度・実施機関別個人情報開示等請求の件数（1993 年度以降） 
 

実施機関
　　年度
 種別

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 計

請　求  1 6 3(1) 14(1) 6 17(2) 17 21 48(1) 52(1) 37(1) 27 36 55(1) 122(2) 68(2) 67(1) 597(13)

不服申立て   1 1 1(1)     2 1(1)     37 30 8 81(2)

請　求 8 2 7  1 6 14 3  3 3 5 8 5 5 1 1 2 74

不服申立て   2       1         3

請　求                   0

不服申立て                   0

請　求               1    1

不服申立て                   0

請　求                   0

不服申立て                   0

請　求  1 1  1              3

不服申立て                   0

請　求  1 1

不服申立て   0

請　求            1    1   2

不服申立て                   0

請　求 8 4 14 3(1) 16(1) 12 31(2) 20 21 51(1) 55(1) 43(1) 35 41 61(1) 124(2) 69(2) 70(1) 678(13)

不服申立て 0 0 3 1 1(1) 0 0 0 0 3 1(1) 0 0 0 0 37 30 8 84(2)

＊　（　）内は取下げ件数を再掲

市　長
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